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(57)【要約】
【課題】本発明は、携帯端末に装着された記憶媒体にお
いてユーザ識別情報が変更された際に、携帯端末とネッ
トワークとの接続を確実に実施することを可能とする通
信システムを提供することを目的とする。
【解決手段】本発明に係る通信システムにおいて、携帯
端末の記憶媒体は、管理サーバからの書き換え情報を携
帯端末が受信した場合、媒体記憶部に記憶されたユーザ
識別情報を書き換え、携帯端末は、ユーザ識別情報の書
き換えが完了したときに、書き換えが完了したことを示
す書き換え完了通知を、ネットワークを介して管理サー
バに送信し、書き換え部による書き換えが完了してから
、ユーザ識別情報の変更登録時間に対応した待機時間の
経過後に、管理サーバとの通信を終了するとともに、書
き換えられたユーザ識別情報を用いて、ネットワークを
介して管理サーバと再通信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、管理サーバと、前記携帯端末に装着され且つ前記携帯端末を所有するユー
ザのユーザ識別情報を記憶する媒体記憶部を備える記憶媒体と、を有する通信システムで
あって、
　前記携帯端末は、
　　前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を用いて、ネットワークを介して前記管
理サーバと通信する端末通信部と、
　　前記端末通信部を制御する通信制御部と、を備え、
　前記管理サーバは、前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換えるための書
き換え情報を、前記ネットワークを介して前記携帯端末に送信するサーバ送受信部を備え
、
　前記記憶媒体は、前記管理サーバからの書き換え情報を前記携帯端末が受信した場合、
前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換える書き換え部を備え、
　前記通信制御部は、前記書き換え部による前記ユーザ識別情報の書き換えが完了したと
きに、前記端末通信部に、書き換えが完了したことを示す書き換え完了通知を、前記ネッ
トワークを介して前記管理サーバに送信させ、
　前記通信制御部は、前記書き換え部による書き換えが完了してから、ユーザ識別情報の
変更登録時間に対応した待機時間が経過した後に、前記端末通信部に前記管理サーバとの
通信を終了させるとともに、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、前記ネットワーク
を介して前記管理サーバと再通信するように前記端末通信部を制御する、
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記ユーザ識別情報を登録するサーバ記憶部と、
　前記サーバ送受信部によって前記書き換え完了通知が受信された場合、前記サーバ記憶
部に登録された前記ユーザ識別情報を、前記書き換えられたユーザ識別情報に変更登録す
る登録部と、を備えるユーザ情報管理装置を更に有する、請求項１に記載の通信システム
。
【請求項３】
　前記書き換え部は、前記ユーザ識別情報の書き換えが完了したときに、前記書き換え完
了通知を前記通信制御部に供給し、
　前記通信制御部は、前記端末通信部に、取得した前記書き換え情報を前記管理サーバに
送信させるとともに、前記待機時間の経過後に装着確認情報を前記書き換え部に供給し、
　前記書き換え部は、前記装着確認情報を取得したときに、前記通信制御部に接続指示を
供給し、
　前記通信制御部は、前記接続指示を取得したときに、前記端末通信部に、前記管理サー
バとの通信を終了させるとともに、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、前記ネット
ワークを介して前記管理サーバと再通信するように前記端末通信部を制御する、請求項１
又は２に記載の通信システム。
【請求項４】
　所定容量未満のメール情報を、前記ネットワークを介して前記携帯端末に送信するメー
ル送信部を備えるメールサーバを更に有し、
　前記サーバ送受信部は、前記書き換え情報を前記メール送信部に送信し、
　前記メール送信部は、受信した前記書き換え情報を含むメール情報を前記携帯端末に送
信する、請求項１～３のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記媒体記憶部は、前記記憶媒体の製造時に入力された共通鍵情報を記憶し、
　前記サーバ記憶部は、前記媒体記憶部が記憶する前記共通鍵情報を記憶し、
　前記サーバ送受信部は、前記サーバ記憶部に記憶された前記共通鍵情報を用いて、前記
書き換え情報を暗号化し、前記暗号化した書き換え情報を前記携帯端末に送信し、
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　前記書き換え部は、前記管理サーバからの前記暗号化された書き換え情報を前記携帯端
末が受信した場合、前記媒体記憶部に記憶された前記共通鍵情報を用いて前記暗号化され
た書き換え情報を復号し、前記復号した書き換え情報に基づいて、前記媒体記憶部に記憶
されたユーザ識別情報を書き換える、請求項２に記載の通信システム。
【請求項６】
　携帯端末と、管理サーバと、前記携帯端末に装着され且つ前記携帯端末を所有するユー
ザのユーザ識別情報を記憶する媒体記憶部を備える記憶媒体と、を有する通信システムの
制御方法であって、
　前記携帯端末は、前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を用いて、ネットワーク
を介して前記管理サーバと通信し、
　前記管理サーバは、前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換えるための書
き換え情報を、前記ネットワークを介して前記携帯端末に送信し、
　前記記憶媒体は、前記管理サーバからの書き換え情報を前記携帯端末が受信した場合、
前記媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換え、
　前記携帯端末は、前記ユーザ識別情報の書き換えが完了したときに、書き換えが完了し
たことを示す書き換え完了通知を、前記ネットワークを介して前記管理サーバに送信し、
　前記携帯端末は、前記ユーザ識別情報の書き換えが完了してから、ユーザ識別情報の変
更登録時間に対応した待機時間の経過後に、前記管理サーバとの通信を終了するとともに
、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、前記ネットワークを介して前記管理サーバと
再通信する、
　ことを含むことを特徴とする制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、移動体通信事業者（Mobile Network Operator, MNO）によって管理されるネ
ットワークに接続する携帯電話機等の携帯端末は、ＭＮＯによって発行された記憶媒体を
装着し、当該記憶媒体に含まれる加入者識別番号等のユーザ識別情報に基づいてネットワ
ークに接続していた。例えば、携帯端末がＧＳＭ（Global System for Mobile Communica
tions）（ＧＳＭは、登録商標である。）の通信規格に対応する場合、記憶媒体としてＳ
ＩＭ（Subscriber Identity Module）カードが用いられる。また、携帯端末がＩＭＴ－２
０００（International Mobile Telecommunications-2000）の通信規格に対応する場合、
記憶媒体としてＵＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）カードが用いられる
。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＳＩＭカードを装着した携帯端末の認証を行う認証システム
が記載されている。この携帯端末では、セキュアな記憶媒体であるＳＩＭカードに記憶さ
れた当該携帯端末の電話番号やＭＮＯの識別番号等に基づいて、各種認証が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１６２３７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通常、ネットワークに接続するために用いられる記憶媒体には、当該記憶媒体の製造時
に、仮のユーザ識別情報等を含む各種情報が記憶される。そして、携帯端末は、ネットワ
ークを運営するＭＮＯによって送信された、ユーザとの移動体通信の契約（以降「通信契
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約」と称する場合がある。）に応じた書き込み情報を、ネットワークを介して取得する。
そして、携帯端末は、取得した書き込み情報に基づいて、携帯端末に装着された記憶媒体
に、ユーザとの通信契約に応じたユーザ識別情報等を含む各種情報を記憶する。
【０００６】
　携帯端末がネットワークを介して書き込み情報を取得する際には、ネットワークと接続
するための仮のユーザ識別情報が用いられ、ＭＮＯが管理するユーザ情報管理装置（ＨＬ
Ｒ（Home Location Register）／ＨＳＳ（Home Subscriber Server）等）においても仮の
ユーザ識別情報が管理される。携帯端末は、仮のユーザ識別情報によってネットワークと
接続し、ネットワークを介してＭＮＯから取得した書き込み情報に基づいて、通信契約に
応じたユーザ識別情報を記憶媒体に新たに記憶する。この場合、携帯端末が、新たに記憶
したユーザ識別情報に基づいてネットワークに接続したときに、ユーザ情報管理装置にお
いて当該ユーザ識別情報の登録が終了していないと、携帯端末がネットワークに接続でき
ないことがあった。
【０００７】
　本発明は、このような従来の課題を解決すべくなされたものであり、携帯端末に装着さ
れた記憶媒体においてユーザ識別情報が変更された際に、携帯端末とネットワークとの接
続を確実に実施することが可能となる通信システム及び制御方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る通信システムは、携帯端末と、管理サーバと、携帯端末に装着され且つ携
帯端末を所有するユーザのユーザ識別情報を記憶する媒体記憶部を備える記憶媒体と、を
有する通信システムであって、携帯端末は、媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を用
いて、ネットワークを介して管理サーバと通信する端末通信部と、端末通信部を制御する
通信制御部と、を備え、管理サーバは、媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換
えるための書き換え情報を、ネットワークを介して携帯端末に送信するサーバ送受信部を
備え、記憶媒体は、管理サーバからの書き換え情報を携帯端末が受信した場合、媒体記憶
部に記憶されたユーザ識別情報を書き換える書き換え部を備え、通信制御部は、書き換え
部によるユーザ識別情報の書き換えが完了したときに、端末通信部に、書き換えが完了し
たことを示す書き換え完了通知を、ネットワークを介して管理サーバに送信させ、通信制
御部は、書き換え部による書き換えが完了してから、ユーザ識別情報の変更登録時間に対
応した待機時間の経過後に、端末通信部に管理サーバとの通信を終了させるとともに、書
き換えられたユーザ識別情報を用いて、ネットワークを介して管理サーバと再通信するよ
うに端末通信部を制御する。
【０００９】
　また、本発明に係る通信システムにおいて、ユーザ識別情報を登録するサーバ記憶部と
、サーバ送受信部によって書き換え完了通知が受信された場合、サーバ記憶部に登録され
たユーザ識別情報を、書き換えられたユーザ識別情報に変更登録する登録部と、を備える
ユーザ情報管理装置を更に有することが好ましい。
【００１０】
　また、本発明に係る通信システムにおいて、書き換え部は、ユーザ識別情報の書き換え
が完了したときに、書き換え完了通知を通信制御部に供給し、通信制御部は、端末通信部
に、取得した書き換え情報を管理サーバに送信させるとともに、待機時間の経過後に装着
確認情報を書き換え部に供給し、書き換え部は、装着確認情報を取得したときに、通信制
御部に接続指示を供給し、通信制御部は、接続指示を取得したときに、端末通信部に、管
理サーバとの通信を終了させるとともに、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、ネッ
トワークを介して管理サーバと再通信するように端末通信部を制御することが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係る通信システムにおいて、所定容量未満のメール情報を、ネットワー
クを介して携帯端末に送信するメール送信部を備えるメールサーバを更に有し、サーバ送
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受信部は、書き換え情報をメール送信部に送信し、メール送信部は、受信した書き換え情
報を含むメール情報を携帯端末に送信することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る通信システムにおいて、媒体記憶部は、記憶媒体の製造時に入力さ
れた共通鍵情報を記憶し、サーバ記憶部は、媒体記憶部が記憶する共通鍵情報を記憶し、
サーバ送受信部は、サーバ記憶部に記憶された共通鍵情報を用いて、書き換え情報を暗号
化し、暗号化した書き換え情報を携帯端末に送信し、書き換え部は、管理サーバからの暗
号化された書き換え情報を携帯端末が受信した場合、媒体記憶部に記憶された共通鍵情報
を用いて暗号化された書き換え情報を復号し、復号した書き換え情報に基づいて、媒体記
憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換えることが好ましい。
【００１３】
　本発明に係る制御方法は、携帯端末と、管理サーバと、携帯端末に装着され且つ携帯端
末を所有するユーザのユーザ識別情報を記憶する媒体記憶部を備える記憶媒体と、を有す
る通信システムの制御方法であって、携帯端末は、媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情
報を用いて、ネットワークを介して管理サーバと通信し、管理サーバは、媒体記憶部に記
憶されたユーザ識別情報を書き換えるための書き換え情報を、ネットワークを介して携帯
端末に送信し、記憶媒体は、管理サーバからの書き換え情報を携帯端末が受信した場合、
媒体記憶部に記憶されたユーザ識別情報を書き換え、携帯端末は、ユーザ識別情報の書き
換えが完了したときに、書き換えが完了したことを示す書き換え完了通知を、ネットワー
クを介して管理サーバに送信し、携帯端末は、ユーザ識別情報の書き換えが完了してから
、ユーザ識別情報の変更登録時間に対応した待機時間の経過後に、管理サーバとの通信を
終了するとともに、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、ネットワークを介して管理
サーバと再通信する、ことを含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る通信システム及び制御方法は、携帯端末に装着された記憶媒体においてユ
ーザ識別情報が変更された際に、携帯端末とネットワークとの接続を確実に実施すること
を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】通信システム１の概要を説明するための模式図である。
【図２】通信システム１の概略構成の一例を示す図である。
【図３】携帯端末２の概略構成の一例を示す図である。
【図４】記憶媒体Ｍの概略構成の一例を示す図である。
【図５】登録端末３の概略構成の一例を示す図である。
【図６】ユーザ情報管理装置４の概略構成の一例を示す図である。
【図７】ユーザ情報データベースのデータ構造の一例を示す図である。
【図８】管理サーバ５の概略構成の一例を示す図である。
【図９】メールサーバ６の概略構成の一例を示す図である。
【図１０】通信システム１に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の様々な実施形態について説明する。ただし、本発明
の技術的範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその
均等物に及ぶ点に留意されたい。
【００１７】
　図１は、通信システム１の概要を説明するための模式図である。図１に示すように、通
信システム１は、携帯端末２、管理サーバ５を少なくとも有する。
【００１８】
　携帯端末２は、多機能携帯電話（所謂「スマートフォン」）を想定するが、本発明はこ
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れに限定されない。携帯端末２は、本発明が適用可能であればよく、例えば、携帯電話（
所謂「フィーチャーフォン」）、携帯情報端末（Personal Digital Assistant, PDA）、
携帯ゲーム機、タブレット端末、タブレットＰＣ等でもよい。
【００１９】
　携帯端末２は、当該携帯端末２を所有するユーザが通信契約するＭＮＯから提供又は貸
与された記憶媒体Ｍを装着する。記憶媒体Ｍは、ユーザ識別情報、電話番号等を記憶した
ＵＳＩＭカード等のＩＣ（Integrated Circuit）カードである。携帯端末２は、記憶媒体
Ｍに記憶されたユーザ識別情報を用いて、ＭＮＯによって運営される無線ネットワーク、
コアネットワーク等のネットワークに接続する。なお、ユーザ識別情報は、例えば、国際
的加入者識別番号（International Mobile Subscriber Identity, IMSI）等である。
【００２０】
　携帯端末２を所有するユーザは、ＭＮＯによって運営されるネットワークの使用に係る
通信契約を行う場合、例えば、ＭＮＯによって運営される店舗において当該通信契約を行
う。当該店舗に設置されている登録端末３によって、ユーザの通信契約に係る情報（例え
ば、氏名、住所等。以降「契約情報」と称する場合がある。）が作成され、作成された契
約情報が管理サーバ５等に送信される。登録端末３は、例えば、パーソナルコンピュータ
（personal computer, PC）、サーバ装置等であるが、ユーザの契約情報を入力及び送信
できる機能を有するものであれば、店舗に設置されるものに限らない。
【００２１】
　また、携帯端末２に装着された記憶媒体Ｍに記憶されたユーザ識別情報等は、ユーザ情
報管理装置４によって管理される。ユーザ情報管理装置４は、ＭＮＯによって管理される
ＨＬＲ（Home Location Register）又はＨＳＳ（Home Subscriber Server）等であり、Ｍ
ＮＯと通信契約している各ユーザのユーザ識別情報、電話番号等を登録及び管理する。ま
た、ユーザ情報管理装置４は、携帯端末２が基地局（図示せず）と接続したときに、携帯
端末２に装着された記憶媒体Ｍに記憶されたユーザ識別情報を受信する。そして、ユーザ
情報管理装置４が受信したユーザ識別情報を登録及び管理していると判定した場合、携帯
端末２は、ＭＮＯによって運営されているネットワークに接続することができる。
【００２２】
　管理サーバ５は、ＭＮＯによって管理されるサーバ装置であり、携帯端末２に装着され
た記憶媒体Ｍに記憶された各種情報を書き換えるための書き換え情報を、携帯端末２に送
信する。書き換え情報には、登録端末３等によって登録されたユーザの契約情報に基づく
正規のユーザ識別情報、電話番号等の情報、及び、当該情報を書き換えるためのコマンド
等が含まれる。なお、例えば、記憶媒体ＭがＯＴＡ（Over The Air）／ＵＳＡＴ（User S
ubscriber identity module Application Toolkit）対応である場合は、書き換え情報は
、制御用ショートメッセージサービス（Short Message Service, SMS）によって送信され
る。すなわち、制御用ＳＭＳに、正規のユーザ識別情報、電話番号等の情報、及び、当該
情報を書き換えるためのコマンド等が含まれる。なお、制御用ＳＭＳは、所定容量未満の
メール情報の一例である。
【００２３】
　以下、通信システム１によって実施される、携帯端末２に装着された記憶媒体Ｍに記憶
された情報の書き換え方法について説明する。
【００２４】
　まず、携帯端末２を購入又は借用等によって所有するユーザが、利用したい通信サービ
スのＭＮＯによって運営される店舗に出向き、ＭＮＯと通信契約を行った際に、当該店舗
に設置された登録端末３によって契約情報が作成される（図１の（１））。次に、登録端
末３は、作成した契約情報を管理サーバ５に送信する。
【００２５】
　ユーザが所有する携帯端末２に装着される記憶媒体Ｍには、当該記憶媒体Ｍの製造時に
、仮のユーザ識別情報等が記憶されている。仮のユーザ識別情報は、携帯端末２が管理サ
ーバ５等との通信を行うためにネットワークと接続する際に用いられる。すなわち、記憶
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媒体Ｍの製造時に、仮のユーザ識別情報等は、記憶媒体Ｍに記憶されるとともに、ユーザ
情報管理装置４に登録される。これによって、携帯端末２は、ユーザの通信契約が完了す
る前でも、仮のユーザ識別情報を用いて、ＭＮＯによって運営されるネットワークに接続
することができる（図１の（２））。なお、仮のユーザ識別情報は、書き換え前のユーザ
識別情報の一例である。
【００２６】
　携帯端末２が、書き換え前のユーザ識別情報を用いて、ネットワークを介して管理サー
バ５と通信可能である場合、管理サーバ５は、書き換え情報を携帯端末２に送信する（図
１の（３））。書き換え情報には、登録端末３から受信した契約情報に基づく正規のユー
ザ識別情報、電話番号等の情報、及び、当該情報を書き換えるためのコマンド等が含まれ
る。
【００２７】
　携帯端末２は、管理サーバ５からの書き換え情報を受信した場合、受信した書き換え情
報を記憶媒体Ｍに供給する。記憶媒体Ｍは、携帯端末２から書き換え情報を取得すると、
書き換え情報に含まれるコマンドに従って書き換え処理を実行する。書き換え処理によっ
て、記憶媒体Ｍに記憶されている書き換え前のユーザ識別情報（図１に示す例では「7539
51852456123」）は、書き換え情報に含まれるユーザ識別情報（図１に示す例では「85265
4223469887」）に書き換えられる（図１の（４））。なお、書き換え処理の対象情報は、
ユーザ識別情報に限らず、書き換え情報に含まれ且つ記憶媒体Ｍに記憶される対象の情報
であればどのような情報であってもよい。
【００２８】
　携帯端末２は、書き換え処理が完了したときに、書き換えが完了したことを示す書き換
え完了通知を、ネットワークを介して管理サーバ５に送信する（図１の（５））。管理サ
ーバ５は、携帯端末２からの書き換え完了通知を受信すると、受信した書き換え完了通知
を、書き換え後のユーザ識別情報とともに、ユーザ情報管理装置４に送信する。
【００２９】
　ユーザ情報管理装置４は、管理サーバ５からの書き換え完了通知及び書き換え後のユー
ザ識別情報を受信すると、登録していた書き換え前のユーザ識別情報（例えば、仮のユー
ザ識別情報）を、書き換え後のユーザ識別情報に変更登録する（図１の（６））。
【００３０】
　携帯端末２は、書き換え処理が完了したときから所定の待機時間が経過したか否かを判
定する。所定の経過時間は、ユーザ情報管理装置４による変更登録に係る時間（以降「変
更登録時間」と称する場合がある。）に対応する時間であり、例えば３０秒間である。携
帯端末２は、書き換え処理が完了したときから所定の待機時間が経過したと判定した場合
（図１の（７））、ユーザ識別情報の変更登録時間に対応した待機時間の経過後に、管理
サーバ５との通信を終了する（ネットワークへの接続を切断する）。そして、携帯端末２
は、書き換えられたユーザ識別情報を用いて、ネットワークに再接続し、ネットワークを
介して管理サーバ５と再通信する（図１の（８））。なお、待機時間は、変更登録時間と
同一の時間、変更登録時間に所定割合を乗算した時間（例えば、変更登録時間の１．２倍
の時間）、又は、変更登録時間に基づいてＭＮＯによって予め定められた時間（例えば、
３０秒）である。
【００３１】
　上述のとおり、通信システム１によって、携帯端末２に装着された記憶媒体Ｍに記憶さ
れたユーザ識別情報が変更されたとしても、携帯端末２とネットワークとの接続を確実に
実施することが可能となる。
【００３２】
　なお、上述した図１の説明は、本発明の内容への理解を深めるための説明にすぎない。
本発明は、具体的には、次に説明する各実施形態において実施され、且つ、本発明の原則
を実質的に超えずに、さまざまな変形例によって実施されてもよい。このような変形例は
すべて、本発明および本明細書の開示範囲に含まれる。
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【００３３】
　図２は、本発明の実施形態における通信システム１の概略構成の一例を示す図である。
【００３４】
　通信システム１は、携帯端末２と、登録端末３と、ユーザ情報管理装置４と、管理サー
バ５と、メールサーバ６とを有する。携帯端末２は、無線ネットワーク７に含まれる基地
局８と接続し、コアネットワーク９を介してメールサーバ６と通信する。また、登録端末
３とユーザ情報管理装置４及び管理サーバ５とは、コアネットワーク９、ゲートウェイ１
０、インターネット１１を介して相互に接続される。また、管理サーバ５とメールサーバ
６とは、ＭＮＯのプライベートネットワークを介して又はコアネットワーク９を介して相
互に接続される。
【００３５】
　図３は、携帯端末２の概略構成の一例を示す図である。
【００３６】
　携帯端末２は、無線ネットワーク７への接続機能、通話機能、データ通信機能等を有す
る。そのために、携帯端末２は、第１無線通信部２１と、第２無線通信部２２と、端末記
憶部２３と、端末操作部２４と、端末表示部２５と、端末装着部２６と、端末処理部２７
とを備える。
【００３７】
　第１無線通信部２１は、主に２．１ＧＨｚ帯を感受帯域とするアンテナを含む、通信イ
ンターフェース回路を有し、携帯端末２を無線ネットワーク７に接続する。第１無線通信
部２１は、基地局８により割り当てられるチャネルを介して、基地局８との間でＷ－ＣＤ
ＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）方式等による無線信号回線を確立し、
基地局８との間で通信を行う。なお、基地局８との間の通信方式は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に
限定されず、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）方式、ＬＴＥ（Long Term Evo
lution）方式等の他の通信方式でもよく、今後使用される通信方式でもよい。また、基地
局８との間の通信方式は、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System）等の他の通信方式で
もよい。また、第１無線通信部２１の周波数帯域は、上記した周波数帯域に限定されない
。そして、第１無線通信部２１は、基地局８から受信したデータを端末処理部２７に供給
する。また、第１無線通信部２１は、端末処理部２７から供給されたデータを基地局８に
送信する。なお、第１無線通信部２１は、端末通信部の一例である。
【００３８】
　第２無線通信部２２は、主に２．４ＧＨｚ帯、５ＧＨｚ帯等を感受帯域とするアンテナ
を含む、通信インターフェース回路を有し、図示しない無線ＬＡＮ（Local Area Network
）のアクセスポイントとの間でＩＥＥＥ（The Institute of Electrical and Electronic
s Engineers, Inc.）８０２．１１規格の無線通信方式に基づいて無線通信を行う。また
、第２無線通信部２２の周波数帯域は、上記した周波数帯域に限定されない。そして、第
２無線通信部２２は、アクセスポイントから受信したデータを端末処理部２７に供給する
。また、第２無線通信部２２は、端末処理部２７から供給されたデータをアクセスポイン
トに送信する。
【００３９】
　端末記憶部２３は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Me
mory）等の半導体メモリ装置等を有する。端末記憶部２３は、端末処理部２７での処理に
用いられるドライバプログラム、オペレーティングシステムプログラム、アプリケーショ
ンプログラム、データ等を記憶する。例えば、端末記憶部２３は、ドライバプログラムと
して、第１無線通信部２１を制御する携帯電話通信デバイスドライバプログラム、第２無
線通信部２２を制御する無線ＬＡＮ通信デバイスドライバプログラム、端末操作部２４を
制御する入力デバイスドライバプログラム、端末表示部２５を制御する出力デバイスドラ
イバプログラム等を記憶する。また、端末記憶部２３は、オペレーティングシステムプロ
グラムとして、ＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線通信方式を実行する接続制御プログラム
、携帯電話の接続制御プログラム等を記憶する。また、端末記憶部２３は、アプリケーシ
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ョンプログラムとして、ウェブページの取得及び表示を行うウェブブラウザプログラム、
電子メールの送信及び受信を行う電子メールプログラム等を記憶する。
【００４０】
　また、端末記憶部２３は、データとして、記憶媒体Ｍが記憶する各種情報のうちの一部
又は全部を記憶する。記憶媒体Ｍが記憶する各種情報は、電話番号、移動体通信事業者を
識別するための情報、個人データ等である。
【００４１】
　端末操作部２４は、携帯端末２の操作が可能であればどのようなデバイスでもよく、例
えば、タッチパネル式の入力装置、キーパッド等である。所有者は、このデバイスを用い
て、文字、数字等を入力することができる。端末操作部２４は、所有者により操作される
と、その操作に対応する信号を発生する。発生した信号は、所有者の指示として、端末処
理部２７に入力される。
【００４２】
　端末表示部２５は、動画像、静止画像等の出力が可能であればどのようなデバイスでも
よく、例えば、タッチパネル式の表示装置、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro－Lum
inescence）ディスプレイ等である。端末表示部２５は、端末処理部２７から供給される
動画像データに応じた動画像、静止画像データに応じた静止画像等を表示する。
【００４３】
　端末装着部２６は、記憶媒体Ｍを着脱可能に保持するカードスロットを備える。例えば
、記憶媒体ＭがＵＳＩＭカードである場合は、端末装着部２６はＵＳＩＭスロットを備え
る。端末装着部２６は、装着された記憶媒体Ｍに記憶された各種情報を読み出す機能を有
する。
【００４４】
　端末処理部２７は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を有する。端末処理部
２７は、携帯端末２の全体的な動作を統括的に制御するものであり、例えば、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）である。端末処理部２７は、携帯端末２の各種処理が端末記憶
部２３に記憶されているプログラム及び端末操作部２４の操作からの出力等に応じて適切
な手順で実行されるように、第１無線通信部２１、第２無線通信部２２、端末表示部２５
、端末装着部２６等の動作を制御する。端末処理部２７は、端末記憶部２３に記憶されて
いるプログラム（ドライバプログラム、オペレーティングシステムプログラム、アプリケ
ーションプログラム等）に基づいて処理を実行する。また、端末処理部２７は、複数のプ
ログラム（アプリケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００４５】
　端末処理部２７は、通信制御部２７１と、端末制御部２７２とを有する。端末処理部２
７が有するこれらの各部は、端末処理部２７が有するプロセッサ上で実行されるプログラ
ムによって実装される機能モジュールである。あるいは、端末処理部２７が有するこれら
の各部は、独立した集積回路、マイクロプロセッサ、又はファームウェアとして携帯端末
２に実装されてもよい。
【００４６】
　図４は、記憶媒体Ｍの概略構成の一例を示す図である。
【００４７】
　記憶媒体Ｍは、ＭＮＯによって製造され、当該ＭＮＯと通信契約するユーザが所有する
携帯端末２に装着される。記憶媒体Ｍには、ユーザ識別情報、当該記憶媒体Ｍの製造番号
、電話番号、及び、ＳＭＳに係るパラメータ等が記憶される。なお、ＳＭＳに係るパラメ
ータは、ショートメッセージサービスセンター（Short Message Service Center, SMSC）
の識別情報等である。記憶媒体Ｍは、メールサーバ６から受信したメール情報に含まれる
書き換え情報に基づいて、記憶媒体Ｍに記憶された情報を書き換える書き換え処理を実行
する機能を有する。また、記憶媒体Ｍは、当該記憶媒体Ｍを装着する携帯端末２からの指
示に応じて、記憶媒体Ｍに記憶された情報を、携帯端末２に供給する機能を有する。その
ために、記憶媒体Ｍは、入出力部Ｍ１と、媒体記憶部Ｍ２と、媒体処理部Ｍ３とを備える
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。
【００４８】
　入出力部Ｍ１は、携帯端末２の端末装着部２６とのデータの入出力を行うための通信イ
ンターフェース回路を有する。入出力部Ｍ１は、端末装着部２６を介して携帯端末２から
取得したデータを媒体処理部Ｍ３に供給する。また、入出力部Ｍ１は、媒体処理部Ｍ３か
ら供給されたデータを、端末装着部２６を介して携帯端末２に供給する。
【００４９】
　媒体記憶部Ｍ２は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only M
emory）等のＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリ装置等を有する。媒体記憶部Ｍ２は、媒体
処理部Ｍ３での処理に用いられるプログラム、データ、パラメータ等を記憶する。なお、
プログラムは、記憶媒体Ｍの製造時に媒体記憶部Ｍ２に記憶される。また、媒体記憶部Ｍ
２は、データとして、ユーザ識別情報、電話番号、記憶媒体Ｍの製造番号等が記憶される
。例えば、媒体記憶部Ｍ２がＵＳＩＭカードである場合、ユーザ識別情報としてＩＭＳＩ
、電話番号としてＭＳＩＳＤＮ（Mobile Subscriber Integrated Services Digital Netw
ork）、製造番号としてＩＣＣＩＤ（IC Card Identifier）等が、ＥＥＰＲＯＭに格納さ
れる。
【００５０】
　媒体処理部Ｍ３は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を有する。媒体処理部
Ｍ３は、記憶媒体Ｍの全体的な動作を統括的に制御するものであり、例えば、ＣＰＵであ
る。媒体処理部Ｍ３は、記憶媒体Ｍの各種処理が媒体記憶部Ｍ２に記憶されているプログ
ラム及び入出力部Ｍ１から入力された所定のコマンドを含む情報等に応じて適切な手順で
実行されるように、取得部Ｍ３１、書き換え処理部Ｍ３２、供給部Ｍ３３等の動作を制御
する。
【００５１】
　図５は、登録端末３の概略構成の一例を示す図である。
【００５２】
　登録端末３は、ＭＮＯのオペレータ等によって入力された、携帯端末２を所有するユー
ザの契約情報を管理サーバ５に送信する機能を有する。また、登録端末３は、管理サーバ
５からの情報を受信し、受信した情報を表示する機能を有する。そのために、登録端末３
は、登録通信部３１と、登録記憶部３２と、登録操作部３３と、登録表示部３４と、登録
処理部３５とを備える。
【００５３】
　なお、本実施形態では、登録端末３として、ＰＣ、サーバ等を想定するが、本発明はこ
れに限定されるものではない。登録端末３は、本発明が適用可能であればよく、例えば、
多機能携帯電話、タブレットＰＣ等でもよい。
【００５４】
　登録通信部３１は、通信インターフェース回路を備え、登録端末３をインターネット１
１（図２）に接続する。登録通信部３１は、コアネットワーク９及びインターネット１１
を介して登録処理部３５から供給されたデータを管理サーバ５等に送信する。また、登録
通信部３１は、コアネットワーク９及びインターネット１１を介して管理サーバ５等から
受信したデータを登録処理部３５に供給する。
【００５５】
　登録記憶部３２は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリ装置を備える。登録記憶
部３２は、登録処理部３５での処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、
ドライバプログラム、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、登録
記憶部３２は、ドライバプログラムとして、登録操作部３３を制御する入力デバイスドラ
イバプログラムや、登録表示部３４を制御する出力デバイスドライバプログラム等を記憶
する。また、登録記憶部３２は、契約情報等の情報を一時的に記憶してもよい。
【００５６】
　登録操作部３３は、登録端末３の操作が可能であればどのようなデバイスでもよく、例
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えば、キーボード、マウス、又はタッチパネル等である。ユーザは、登録操作部３３を用
いて、文字や数字、記号等を入力することができる。登録操作部３３は、ユーザにより操
作されると、その操作に対応する信号を発生する。そして、発生した信号は、ユーザの指
示として、登録処理部３５に供給される。
【００５７】
　登録表示部３４は、動画像、静止画像等の表示が可能であればどのようなデバイスでも
よく、例えば、有機ＥＬディスプレイ、液晶ディスプレイ、又は、タッチパネル式の表示
装置等である。登録表示部３４は、登録処理部３５から供給される動画像データに応じた
動画像、静止画像データに応じた静止画像等を表示する。
【００５８】
　登録処理部３５は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。登録処理部
３５は、登録端末３の全体的な動作を統括的に制御するものであり、例えば、ＣＰＵであ
る。登録処理部３５は、登録端末３の各種処理が登録記憶部３２に記憶されているプログ
ラムや登録操作部３３の操作等に基づいて適切な手順で実行されるように、登録通信部３
１、登録表示部３４等の動作を制御する。登録処理部３５は、登録記憶部３２に記憶され
ているプログラム（オペレーティングシステムプログラムやドライバプログラム、アプリ
ケーションプログラム等）に基づいて処理を実行する。また、登録処理部３５は、複数の
プログラム（アプリケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００５９】
　登録処理部３５は、登録入力処理部３５１と、登録送受信部３５２とを有する。登録処
理部３５が有するこれらの各部は、登録処理部３５が備えるプロセッサで実行されるプロ
グラムにより実現される機能モジュールである。あるいは、登録処理部３５が有するこれ
らの各部は、ファームウェアとして登録端末３に実装されてもよい。
【００６０】
　図６は、ユーザ情報管理装置４の概略構成の一例を示す図である。
【００６１】
　ユーザ情報管理装置４は、携帯端末２を所有するユーザと通信契約するＭＮＯによって
管理される。ユーザ情報管理装置４は、ＭＮＯと通信契約している各ユーザのユーザ識別
情報、電話番号等を登録及び管理する機能を有する。また、ユーザ情報管理装置４は、各
ユーザの携帯端末２の位置登録等を行う機能を有する。そのために、ユーザ情報管理装置
４は、ユーザ管理通信部４１と、ユーザ管理記憶部４２と、ユーザ管理処理部４３とを備
える。
【００６２】
　ユーザ管理通信部４１は、ユーザ情報管理装置４をコアネットワーク９に接続するため
の通信インターフェース回路を有する。ユーザ管理通信部４１は、ユーザ管理記憶部４２
に記憶されたデータを、管理サーバ５に送信する。
【００６３】
　ユーザ管理記憶部４２は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリ装置、磁気ディス
ク装置、及び光ディスク装置の内の少なくとも一つを有する。ユーザ管理記憶部４２は、
ユーザ管理処理部４３による処理に用いられるドライバプログラム、オペレーティングシ
ステムプログラム、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、ユーザ
管理記憶部４２は、ドライバプログラムとして、ユーザ管理通信部４１を制御する通信デ
バイスドライバプログラム等を記憶する。
【００６４】
　また、ユーザ管理記憶部４２は、データとして、ＭＮＯと通信契約している各ユーザの
ユーザ識別情報、電話番号、製造番号等を管理するユーザ情報管理テーブル等を記憶する
。図７は、ユーザ情報管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。ユーザ情報管理
テーブルには、各ユーザについて、電話番号、ユーザ識別情報及び製造番号等が互いに関
連付けられて登録される。ユーザ情報管理テーブルに登録される各種情報は、登録端末３
等からの契約情報等に基づいて作成されて登録される。
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【００６５】
　図６に戻り、ユーザ管理処理部４３は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を
備える。ユーザ管理処理部４３は、ユーザ情報管理装置４の全体的な動作を統括的に制御
するものであり、例えば、ＣＰＵである。ユーザ管理処理部４３は、ユーザ情報管理装置
４の各種処理がユーザ管理記憶部４２に記憶されているプログラム等に基づいて適切な手
順で実行されるように、ユーザ管理通信部４１等の動作を制御する。ユーザ管理処理部４
３は、ユーザ管理記憶部４２に記憶されているプログラム（オペレーティングシステムプ
ログラムやドライバプログラム、アプリケーションプログラム等）に基づいて処理を実行
する。また、ユーザ管理処理部４３は、複数のプログラム（アプリケーションプログラム
等）を並列に実行することができる。
【００６６】
　ユーザ管理処理部４３は、ユーザ管理制御部４３１を有する。ユーザ管理処理部４３が
有するこれらの各部は、ユーザ管理処理部４３が備えるプロセッサで実行されるプログラ
ムにより実現される機能モジュールである。あるいは、ユーザ管理処理部４３が有するこ
れらの各部は、ファームウェアとしてユーザ情報管理装置４に実装されてもよい。
【００６７】
　図８は、管理サーバ５の概略構成の一例を示す図である。
【００６８】
　管理サーバ５は、登録端末３から送信された契約情報を受信し、受信した契約情報に基
づいて携帯端末２に装着された記憶媒体Ｍに記憶された情報を書き換えるための書き換え
情報を作成する機能を有する。また、管理サーバ５は、メールサーバ６に、書き換え情報
を含めたメール情報と、当該メール情報を携帯端末２に送信する指示情報と、を含む制御
情報を送信する機能を有する。そのために、管理サーバ５は、サーバ通信部５１と、サー
バ記憶部５２と、サーバ処理部５３とを備える。
【００６９】
　サーバ通信部５１は、管理サーバ５をコアネットワーク９に接続するための通信インタ
ーフェース回路を有する。サーバ通信部５１は、登録端末３又はメールサーバ６から送信
されたデータをサーバ処理部５３に供給するとともに、サーバ処理部５３から供給された
データを、登録端末３又はメールサーバ６に送信する。
【００７０】
　サーバ記憶部５２は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリ装置、磁気ディスク装
置、及び光ディスク装置の内の少なくとも一つを有する。サーバ記憶部５２は、サーバ処
理部５３による処理に用いられるドライバプログラム、オペレーティングシステムプログ
ラム、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、サーバ記憶部５２は
、ドライバプログラムとして、サーバ通信部５１を制御する通信デバイスドライバプログ
ラム等を記憶する。また、サーバ記憶部５２は、データとして、待機時間を示す待機時間
情報等を記憶する。
【００７１】
　サーバ処理部５３は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。サーバ処
理部５３は、管理サーバ５の全体的な動作を統括的に制御するものであり、例えば、ＣＰ
Ｕである。サーバ処理部５３は、管理サーバ５の各種処理がサーバ記憶部５２に記憶され
ているプログラム等に基づいて適切な手順で実行されるように、サーバ通信部５１等の動
作を制御する。サーバ処理部５３は、サーバ記憶部５２に記憶されているプログラム（オ
ペレーティングシステムプログラムやドライバプログラム、アプリケーションプログラム
等）に基づいて処理を実行する。また、サーバ処理部５３は、複数のプログラム（アプリ
ケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００７２】
　サーバ処理部５３は、サーバ受信部５３１と、サーバ制御部５３２、サーバ送信部５３
３とを有する。サーバ処理部５３が有するこれらの各部は、サーバ処理部５３が備えるプ
ロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュールである。あるいは、サ
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ーバ処理部５３が有するこれらの各部は、ファームウェアとしてサーバ処理部５３に実装
されてもよい。なお、サーバ受信部５３１及びサーバ送信部５３３は、サーバ送受信部の
一例である。
【００７３】
　図９は、メールサーバ６の概略構成の一例を示す図である。
【００７４】
　メールサーバ６は、管理サーバ５から受信した制御情報に基づいて、書き換え情報を含
むメール情報を作成し、作成したメール情報を携帯端末２に送信する機能を有する。また
、メールサーバ６は、携帯端末２からのメール情報を受信し、受信したメール情報に含ま
れる完了通知を管理サーバ５に送信する機能を有する。そのために、メールサーバ６は、
メール通信部６１と、メール記憶部６２と、メール処理部６３とを備える。
【００７５】
　メール通信部６１は、メールサーバ６をコアネットワーク９に接続するための通信イン
ターフェース回路を有する。メール通信部６１は、携帯端末２から送信されたメール情報
をメール処理部６３に供給するとともに、メール処理部６３から供給されたメールを、携
帯端末２に送信する。また、メール通信部６１は、管理サーバ５から送信された情報をメ
ール処理部６３に供給するとともに、メール処理部６３から供給された情報を、管理サー
バ５に送信する。
【００７６】
　メール記憶部６２は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリ装置、磁気ディスク装
置、及び光ディスク装置の内の少なくとも一つを有する。メール記憶部６２は、メール処
理部６３による処理に用いられるドライバプログラム、オペレーティングシステムプログ
ラム、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、メール記憶部６２は
、ドライバプログラムとして、メール通信部６１を制御する通信デバイスドライバプログ
ラム等を記憶する。また、メール記憶部６２は、データとして、待機時間を示す待機時間
情報等を記憶する。
【００７７】
　メール処理部６３は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。メール処
理部６３は、メールサーバ６の全体的な動作を統括的に制御するものであり、例えば、Ｃ
ＰＵである。メール処理部６３は、メールサーバ６の各種処理がメール記憶部６２に記憶
されているプログラム等に基づいて適切な手順で実行されるように、メール通信部６１等
の動作を制御する。メール処理部６３は、メール記憶部６２に記憶されているプログラム
（オペレーティングシステムプログラムやドライバプログラム、アプリケーションプログ
ラム等）に基づいて処理を実行する。また、メール処理部６３は、複数のプログラム（ア
プリケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００７８】
　メール処理部６３は、メール受信部６３１と、メール制御部６３２、メール送信部６３
３とを有する。メール処理部６３が有するこれらの各部は、メール処理部６３が備えるプ
ロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュールである。あるいは、メ
ール処理部６３が有するこれらの各部は、ファームウェアとしてメール処理部６３に実装
されてもよい。
【００７９】
　図１０は、通信システム１に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
【００８０】
　以下に説明する動作シーケンスでは、予め端末記憶部２３、登録記憶部３２、ユーザ管
理記憶部４２、サーバ記憶部５２、メール記憶部６２及び媒体記憶部Ｍ２に記憶されてい
るプログラムに基づいて、主に端末処理部２７、登録処理部３５、ユーザ管理処理部４３
、サーバ処理部５３、メール処理部６３及び媒体処理部Ｍ３により、携帯端末２、登録端
末３、ユーザ情報管理装置４、管理サーバ５、メールサーバ６及び記憶媒体Ｍの各要素と
が協働して実行される。以下、ユーザが、携帯端末２を購入又は借用等によって所有した
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際に、ＭＮＯによって運営される店舗において通信契約を行う場合を例に、説明する。
【００８１】
　最初に、携帯端末２の通信制御部２７１及びユーザ情報管理装置４のユーザ管理制御部
４３１は、記憶媒体Ｍに記憶されたユーザ識別情報及びユーザ管理記憶部４２に記憶され
たユーザ情報管理テーブルを用いて、接続を確立する（ステップＳ１０１）。例えば、ま
ず、通信制御部２７１は、携帯端末２の起動時等において、端末装着部２６を介して記憶
媒体Ｍにユーザ識別情報を要求する。次に、第１無線通信部２１は、基地局８から所定の
電波を受信した場合、セルサーチを実行する。次に、ユーザ管理制御部４３１と通信制御
部２７１とによって、ユーザ識別情報を用いた所定の認証処理が実行され、当該所定の認
証処理による認証が成功した場合、通信制御部２７１は、位置登録要求を、第１無線通信
部２１を介してユーザ情報管理装置４に送信する。そして、ユーザ管理制御部４３１は、
ユーザ管理通信部４１を介して、携帯端末２からの位置登録要求を受信した場合、位置登
録処理を実行することで、携帯端末２は、ネットワークに接続することが可能になる。こ
れにより、携帯端末２は、ネットワークを介して管理サーバ５等を通信することが可能に
なる。
【００８２】
　次に、登録端末３の登録入力処理部３５１は、ＭＮＯのオペレータ等によって登録操作
部３３が操作されることにより入力された、携帯端末２を所有するユーザの各種情報（例
えば、ユーザの氏名、情報等の個人情報）に基づいて、契約情報を作成する（ステップＳ
１０２）。次に、登録入力処理部３５１は、作成した契約情報を登録送受信部３５２に供
給する。次に、登録送受信部３５２は、取得した契約情報を、登録通信部３１を介して管
理サーバ５に送信する（ステップＳ１０３）。
【００８３】
　次に、管理サーバ５のサーバ受信部５３１は、サーバ通信部５１を介して登録端末３か
らの契約情報を受信すると、受信した契約情報をサーバ制御部５３２に供給する。サーバ
制御部５３２は、契約情報を取得すると、契約情報に基づく、記憶媒体Ｍに記憶させる書
き換え情報（正規のユーザ識別情報、電話番号等の情報、及び、当該情報を書き換えるた
めのコマンド等）を作成する。次に、サーバ送信部５３３は、作成された書き換え情報を
、サーバ通信部５１を介してメールサーバ６に送信するとともに（ステップＳ１０４）、
サーバ記憶部５２に記憶する。なお、書き換えるためのコマンドは、例えば、３ＧＰＰ（
Third Generation Partnership Project）の技術仕様書「ＴＳ３１．１１１」で規定され
るプロアクティブコマンドである「ＲＥＦＲＥＳＨ」等である。
【００８４】
　次に、メールサーバ６のメール受信部６３１は、メール通信部６１を介して管理サーバ
５からの書き換え情報を受信すると、受信した書き換え情報をメール制御部６３２に供給
する。メール制御部６３２は、書き換え情報を取得すると、書き換え情報を含むメール情
報を作成する。次に、メール送信部６３３は、作成されたメール情報を、メール通信部６
１を介して携帯端末２に送信する（ステップＳ１０５）。なお、メール情報は、例えば、
制御用ＳＭＳである。
【００８５】
　次に、携帯端末２の通信制御部２７１は、第１無線通信部２１を介してメールサーバ６
からメール情報を受信すると、受信したメール情報を端末制御部２７２に供給する。端末
制御部２７２は、取得したメール情報を、端末装着部２６を介して記憶媒体Ｍに供給する
（ステップＳ１０６）。
【００８６】
　次に、記憶媒体Ｍの取得部Ｍ３１は、入出力部Ｍ１を介して、携帯端末２からのメール
情報を取得すると、メール情報を書き換え処理部Ｍ３２に供給する。書き換え処理部Ｍ３
２は、取得したメール情報から書き換え情報を抽出し、抽出した書き換え情報に基づいて
書き換え処理を実行する（ステップＳ１０７）。すなわち、書き換え処理部Ｍ３２は、書
き換え情報に含まれる書き換えに係るコマンドに従って、媒体記憶部Ｍ２に記憶された情
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報を、書き換え情報に含まれる情報（正規のユーザ識別情報、電話番号等の情報、及び、
当該情報を書き換えるためのコマンド等）に書き換える。
【００８７】
　次に、書き換え処理部Ｍ３２によって書き換え処理が終了すると、記憶媒体Ｍの供給部
Ｍ３３は、書き換え処理の完了通知を、入出力部Ｍ１を介して携帯端末２に供給する（ス
テップＳ１０８）。
【００８８】
　次に、携帯端末２の通信制御部２７１は、端末装着部２６を介して記憶媒体Ｍから完了
通知を取得すると、取得した完了通知を含むメール情報を作成し、作成したメール情報を
、第１無線通信部２１を介してメールサーバ６に送信する（ステップＳ１０９）。
【００８９】
　次に、メールサーバ６のメール受信部６３１は、メール通信部６１を介して携帯端末２
からのメール情報を受信すると、メール送信部６３３は、受信されたメール情報に含まれ
る完了通知を、メール通信部６１を介して管理サーバ５に送信する（ステップＳ１１０）
。
【００９０】
　次に、管理サーバ５のサーバ受信部５３１は、サーバ通信部５１を介してメールサーバ
６からの完了通知を受信すると、サーバ送信部５３３は、受信された完了通知とともに、
サーバ記憶部５２に記憶された書き換え情報を、サーバ通信部５１を介して登録端末３に
送信する（ステップＳ１１１）。
【００９１】
　次に、登録端末３の登録送受信部３５２は、登録通信部３１を介して管理サーバ５から
の完了通知及び書き換え情報を受信すると、受信した完了通知及び書き換え情報を、登録
通信部３１を介してユーザ情報管理装置４に送信する（ステップＳ１１２）。
【００９２】
　次に、ユーザ情報管理装置４のユーザ管理制御部４３１は、ユーザ管理通信部４１を介
して登録端末３からの完了通知及び書き換え情報を受信すると、ユーザ情報管理テーブル
において登録されていた書き換え前のユーザ識別情報（例えば、仮のユーザ識別情報等）
を、受信した書き換え情報に含まれる、書き換え後のユーザ識別情報に変更登録する（ス
テップＳ１１３）。なお、変更登録処理を行うユーザ管理制御部４３１は、登録部の一例
である。
【００９３】
　一方、携帯端末２の端末制御部２７２は、完了通知を取得したとき又はステップＳ１０
９においてメール情報が送信されたときに、所定の待機時間を計時し（ステップＳ１１４
）、所定の待機時間が経過したと判定された場合、装着確認情報を、端末装着部２６を介
して記憶媒体Ｍの供給する（ステップＳ１１５）。なお、装着確認情報は、例えば、ＳＴ
ＡＴＵＳコマンドである。ＳＴＡＴＵＳコマンドは、携帯端末２の端末制御部２７２が３
０秒毎に端末装着部２６を介して記憶媒体Ｍに送信する、記憶媒体Ｍが装着されているか
否かを確認するための情報である。端末制御部２７２は、完了通知の受信又はメール情報
の送信（ステップＳ１０９）を行った時から起算して３０秒後に、ＳＴＡＴＵＳコマンド
を送信する。
【００９４】
　記憶媒体Ｍの取得部Ｍ３１は、入出力部Ｍ１を介して、携帯端末２からの装着確認情報
を取得すると、供給部Ｍ３３は、接続指示を、入出力部Ｍ１を介して携帯端末２に供給す
る（ステップＳ１１６）。
【００９５】
　次に、携帯端末２の端末制御部２７２は、端末装着部２６を介して、記憶媒体Ｍからの
接続指示を取得すると、ステップＳ１０１において確立された接続を切断する（ステップ
Ｓ１１７）。そして、携帯端末２の通信制御部２７１及びユーザ情報管理装置４のユーザ
管理制御部４３１は、記憶媒体Ｍに記憶された書き換え後のユーザ識別情報及びユーザ管
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理記憶部４２に記憶された書き換え後（変更登録後）のユーザ情報管理テーブルを用いて
、接続を確立する（ステップＳ１１８）。これにより、携帯端末２は、ネットワークを介
して管理サーバ５等を再通信することが可能になる。
【００９６】
　以上説明してきたように、本実施形態の通信システム１によって、携帯端末２に装着さ
れた記憶媒体Ｍにおいてユーザ識別情報が変更された際に、携帯端末２とネットワークと
の接続を確実に実施することが可能となる。
【００９７】
　（変形例１）
　なお、本発明は、本実施形態に限定されるものではない。例えば、図１０に示すステッ
プ１０４において、サーバ送信部５３３は、作成された書き換え情報を暗号化し、暗号化
した書き換え情報を、サーバ通信部５１を介してメールサーバ６に送信してもよい。この
場合、サーバ記憶部５２は、暗号化処理に用いる共通鍵情報を記憶する。また、記憶媒体
Ｍの媒体記憶部Ｍ２もサーバ記憶部５２に記憶された共通鍵情報を記憶し、書き換え処理
部Ｍ３２は、Ｓ１０７において、暗号化された書き換え情報を、媒体記憶部Ｍ２に記憶さ
れた共通鍵情報を用いて復号し、書き換え処理を実行する。
【００９８】
　（変形例２）
　また、ステップＳ１０４の前に、管理サーバ５のサーバ送信部５３３は、記憶媒体Ｍに
記憶された情報を消去するコマンドを、メールサーバ６を経由して、携帯端末２に装着さ
れた記憶媒体Ｍに送信し、サーバ受信部５３１が当該記憶媒体Ｍからの消去処理の完了通
知をメールサーバ６を経由して受信した後に、ステップＳ１０４以降が実行されてもよい
。すなわち、管理サーバ５のサーバ送信部５３３は、管理サーバ５のサーバ受信部５３１
によって、サーバ通信部５１を介して登録端末３からの契約情報が受信されると、記憶媒
体Ｍに記憶された情報を消去するコマンドを、サーバ通信部５１を介してメールサーバ６
に送信する。次に、メールサーバ６のメール送信部６３３は、メールサーバ６のメール受
信部６３１によって、メール通信部６１を介して管理サーバ５からのコマンドが受信され
ると、受信されたコマンドを含むメール情報を、メール通信部６１を介して携帯端末２に
送信する。次に、携帯端末２の通信制御部２７１は、第１無線通信部を介してメールサー
バ６からメール情報を受信すると、受信したメール情報を端末制御部２７２に供給する。
端末制御部２７２は、取得したメール情報を、端末装着部２６を介して記憶媒体Ｍに供給
する。次に、記憶媒体Ｍの取得部Ｍ３１は、入出力部Ｍ１を介して、携帯端末２からのメ
ール情報を取得すると、メール情報を書き換え処理部Ｍ３２に供給する。書き換え処理部
Ｍ３２は、取得したメール情報からコマンドを抽出し、抽出したコマンドに従って媒体記
憶部Ｍ２に記憶された情報を消去する処理を実行する。
【００９９】
　次に、書き換え処理部Ｍ３２によって媒体記憶部Ｍ２に記憶された情報を消去する処理
が終了すると、記憶媒体Ｍの供給部Ｍ３３は、消去する処理の完了通知を、入出力部Ｍ１
を介して携帯端末２に供給する。次に、携帯端末２の通信制御部２７１は、端末装着部２
６を介して記憶媒体Ｍから完了通知を取得すると、取得した完了通知を含むメール情報を
作成し、作成したメール情報を、第１無線通信部２１を介してメールサーバ６に送信する
。次に、メールサーバ６のメール受信部６３１は、メール通信部６１を介して携帯端末２
からのメール情報を受信すると、メール送信部６３３は、受信されたメール情報に含まれ
る完了通知を、メール通信部６１を介して管理サーバ５に送信する。次に、管理サーバ５
のサーバ受信部５３１は、サーバ通信部５１を介してメールサーバ６からの完了通知を受
信すると、ステップＳ１０３において送信された契約情報をサーバ制御部５３２に供給す
る。サーバ制御部５３２は、契約情報を取得すると、契約情報に基づく、記憶媒体Ｍに記
憶させる書き換え情報（正規のユーザ識別情報、電話番号等の情報、及び、当該情報を書
き換えるためのコマンド等）を作成する。次に、サーバ送信部５３３は、作成された書き
換え情報を、サーバ通信部５１を介してメールサーバ６に送信するとともに（ステップＳ
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１０４）、サーバ記憶部５２に記憶する。以降、ステップＳ１０５が実行される。
【０１００】
　このように、書き換え処理の前に、記憶媒体Ｍの媒体記憶部Ｍ２の情報が消去されるこ
とにより、記憶容量不足による書き換え処理の失敗を未然に防ぐことが可能になる。
【０１０１】
　当業者は、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこ
れに加えることが可能であることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　　通信システム
　２　　携帯端末
　２１　　第１無線通信部
　２２　　第２無線通信部
　２３　　端末記憶部
　２４　　端末操作部
　２５　　端末表示部
　２６　　端末装着部
　２７　　端末処理部
　２７１　　通信制御部
　２７２　　端末制御部
　３　　登録端末
　３１　　登録通信部
　３２　　登録記憶部
　３３　　登録操作部
　３４　　登録表示部
　３５　　登録処理部
　３５１　　登録入力処理部
　３５２　　登録送受信部
　４　　ユーザ情報管理装置
　４１　　ユーザ管理通信部
　４２　　ユーザ管理記憶部
　４３　　ユーザ管理処理部
　４３１　　ユーザ管理制御部
　５　　管理サーバ
　５１　　サーバ通信部
　５２　　サーバ記憶部
　５３　　サーバ処理部
　５３１　　サーバ受信部
　５３２　　サーバ制御部
　５３３　　サーバ送信部
　６　　メールサーバ
　６１　　メール通信部
　６２　　メール記憶部
　６３　　メール処理部
　６３１　　メール受信部
　６３２　　メール制御部
　６３３　　メール送信部
　７　　無線ネットワーク
　８　　基地局
　９　　コアネットワーク
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　１０　　ゲートウェイ
　１１　　インターネット
　Ｍ　　記憶媒体
　Ｍ１　　入出力部
　Ｍ２　　媒体記憶部
　Ｍ３　　媒体処理部
　Ｍ３１　　取得部
　Ｍ３２　　書き換え処理部
　Ｍ３３　　供給部

【図１】 【図２】
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